
東京都新宿区西新宿 8-15-1   株式会社武富士   代表取締役兼社長執行役員 近藤 光 

(上場取引所：東京及びロンドン/東証コード番号：８５６４東証第 1 部) 

問合わせ先： IR 室    E-Mail : ir_info@takefuji.co.jp TEL:03-3365-8011 FAX:03-3365-8070 

株式会社武富士ホームページアドレス ： http://www.takefuji.co.jp/main.html 

   

 

        

2007 年2 月15 日  vol.74-2 

 Ⅰ. 2007 年 3 月期第 3 四半期業績の概要 

弊社は 1 月31 日（水）、2007 年3 月期（第40 期）第3 四半期の業績概要を発表致しました。 

【主要数値及び損益】 （単体） 

項目 05 年12 月期 06 年12 月期 増減率（％） 

 

07 年3 月期計画 

（修正後） 

通期計画   

達成率（％） 

営業貸付金残高（百万円） 1,563,859 1,496,655 ▲4.3 1,456,183 - 

口座数（件） 2,383,015 2,229,292 ▲6.5 2,114,158  - 

新規顧客数（件） 200,942 169,393 ▲15.7 223,000 76.0 

貸倒償却額（百万円） 65,282 （※）47,423 - 95,700 49.6 

貸倒償却率（％） 4.17 3.17 ▲100bp 6.48 ▲331bp 

償却済債権回収額（百万円） 4,890 4,396 ▲10.1 4,900 89.7 

営業収益（百万円） 264,228 252,030 ▲4.6 333,700 75.5 

営業費用（百万円） 180,465 154,444 ▲14.4 208,100 74.2 

営業利益（百万円） 83,763 97,586 16.5 125,600 77.7 

経常利益（百万円） 86,140 97,738 13.5 125,200 78.1 

当期純利益（百万円） 36,938 ▲350,449 - ▲334,200 - 

（※）過払返還請求を事由とする元本償却額28,668 百万円につきましては利息返還損失引当金を取り崩すこととし、貸倒償却から除外 

第3 四半期財務・業績の概況 （連結・個別）へ          第3 四半期業績補足資料 （単体）へ 

当四半期の消費者金融業界におきましては、過払金の返還請求額の増加傾向が続くと共に、昨年 12 月には貸金業法（旧貸

金業規制法）改正案が国会で成立し、3 年後に上限金利の引き下げや総量規制（上限貸付額を年収の 3 分の 1 以内に設定）が

実施されるなど、将来の事業環境や収益見通しに懸念が生じる環境となっております。 

このような状況下、弊社では営業、管理、コンプライアンス及び経費などの各方面において、様々な施策を講じて参りました： 

・ 営業：お客様のニーズに応える魅力ある新商品や「携帯\enむすび」サービスの提供によるお客様の更なる利便性向上。 

・ 管理：お客様との対話の内容を正確に記録するための「交渉履歴マニュアル」の作成、個人情報保護に十分に配慮した

お客様への連絡方法の遂行など末端まで目の届く厳格な管理・監督体制を徹底。 多重債務防止と消費者保護の観点

から与信基準の更なる厳格化を実施し、お客様に安心してご利用いただける新たな与信スコアリングモデルを構築。 

・ コンプライアンス：コンプライアンス・オフィサーの増員、「クレーム撲滅研修」を始めとする各種法令遵守研修を通じて  

全社的にコンプライアンス体制の強化・拡充を促進し、法令遵守に関わる強固な枠組みや態勢の確立に注力。 

・ 経費：採算性の低い店舗の統廃合も含めたネットワーク網最適化など販管費の徹底的見直しによる「効率経営」の推進。 

加えて、昨年 5 月に続いて「お客様ご利用満足度調査」を再度実施することにより、商品開発やサービスの更なる改善を図り、

お客様により一層ご満足いただけるきめ細かい個人向け金融サービスを提供する体制を確立して参ります。  

また、日本公認会計士協会が公表した 2006 年10 月13 日付業種別監査委員会報告第37 号「消費者金融会社等の利息返還

請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」に基づき、当四半期決算において、特別損失として利息返還損

失引当金繰入額4,130億円を計上すると同時に、保守的な見地から繰延税金資産の計上を取りやめました。この結果、通期業績

見通しにおきましては、営業収益及び経常利益に変更はないものの、当期純利益は 2,243 億円減少する見込みです。 

（個別）                                                            （単位：百万円、％） 

項目 営業収益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 333,700 125,200 ▲109,900 

今回修正予想（B） 333,700 125,200 ▲334,200 

増減額（B-A） - - ▲224,300 

増減率（％） - - - 

（ご参考）2006 年3 月期実績 349,766 89,766 39,080 

尚、上記業績予想修正の背景と致しましては、創業以来常に無担保・無保証・小口金融としての社会的使命を果たすべく、ご

利用者のニーズに的確にお応えしてきた弊社が、お客様と共に歩みたいとの考えから「信頼される武富士運動」を展開する中で、

お客様にも無理のない営業施策を実施してきたことがあります。 弊社は今後も、更なるコンプライアンス及びコーポレート・ガバ

ナンス体制の強化を図り、コアビジネス及びお客様サービスの拡充に全力で取り組みます。 加えて、CSR（企業の社会的責任）

活動の推進を通じて、「良き企業市民」としての責務を積極的に果たし、より一層の企業価値と透明性の向上に努めて参ります。 
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Ⅱ.  200７年 1 月度営業概況 

 
2007 年1 月度の営業結果は以下の通りです。 

   前述の通り弊社では、「信頼される武富士運動」の一環として、全社員があらためてお客様への感謝の気持ちを込めて接客応対

に当たる「ありがとう運動」を展開し、2 月 1 日(木)から 3 月末にかけて「店内マナーを街頭へ」をモットーに、更なる配布姿勢の向上

を目指して全社的な「配布コンクール」を実施しております。弊社伝統のティッシュ配布におきましては、元気で明るくさわやかな声

で一つ一つ丁寧にお渡しするのは言うまでもなく、ほうきとちりとりを持参し配布の前後に地域の清掃を行っております。 弊社は、

引き続き「お客様第一主義」の創業理念に基づき、愛され親しまれる身近な金融機関として、多数のお客様に質の高いサービスを

ご提供すると共に、地域社会に対してもより一層貢献して行く所存です。 

（単位：百万円） 2006 年1 月 2006 年3 月 2007 年1 月 
対前年同月比 

増減率（数） 

対本年3 月末比 

増減率（数） 

営業貸付金残高 1,576,154 1,540,046 1,503,527 -4.6% -2.4% 

割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 470 494 584 24.3% 18.2% 

総口座数 2,392,919 2,322,917 2,234,884 -6.6% -3.8% 

新規口座獲得数 20,831 21,894 16,520 -20.7% ― 

店舗数 ※スピード無人受付機含む 1,898 1,898 1,775 (-123) (-123) 

 内有人店舗 523 523   513 (-10) (-10) 

 (※)内無人店舗 1,374 1,374 1,261 (-113) (-113) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 

無人契約機設置数 1,888 1,888 1,725 (-163) (-163) 

   

Ⅲ.  CSR（企業の社会的責任）活動への取り組みについて 

使用済み切手収集運動を開始 

弊社では CSR 活動の一環として、先月より使用済み切手の収集運動を開始致しました。 1 月中に

全国の支社や本社各部門から合計 1.7kg の切手が集まり、収集活動を行っている社団法人「小さな親

切」運動本部に寄贈させていただきました。これらの使用済み切手は同団体によって社団法人キリスト

教海外医療協力会や財団法人ジョイセフなどの慈善団体へ送られ、途上国での様々な救援活動に役

立てられています。今後も定期的に収集し、「小さな親切」運動本部へ送る予定です。 

この運動は、今まで個人的に行っていた社員から「会社として取り組んではどうか」という声が複数

寄せられたことから実施に結びついたもので、今後も弊社では様々なステークホルダーの意見を反

映した CSR 活動を積極的に展開して参ります。 

 

 

 

 

「武富士バンブー」が所属する V・プレミアリーグ（V リーグより改称）は、レギュラーラウンド中盤を

迎えて益々白熱しています。  
1 月 20 日（土）は久光製薬スプリングスに惜敗したものの、翌 21 日(日)には日立佐和リヴァーレを

相手にフルセットの末勝利。1 月27 日（土）の NEC レッドロケッツ戦では白星、28 日（日）の JT マー

ヴェラス戦は黒星と一進一退の後、2 月 3 日（土）にパイオニアレッドウイングスにセットカウント 3-2 で

競り勝ち、4 日(日)には日立佐和リヴァーレに 3-1 で連勝しました。 続いて 2 月10 日(土)~12 日(祝・

月)は東京体育館にてJTマーヴェラス、トヨタ車体クインシーズ、久光製薬スプリングスと3連戦を行い、

2 勝1 敗。この結果、通算成績は 11 勝3 敗となり、現時点で 2 位の好位置につけています。  
個人別ランキングでは最多得点とアタック決定本数でエステス選手が 2 位、サーブ効果率で足立選

手がトップに。 レギュラーラウンドも残り 13 試合となり、武富士バンブーは当面の目標であるファイナ

ルラウンド進出に向けて好調さをキープしています。 引き続きご声援の程をよろしくお願い申し上げます。    


